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1 2102 橋本 健太郎 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 あい和リーガル  0:44:08

2 2080 田中 耕造 ﾀﾅｶ ｺｳｿﾞｳ 長野県 ＪＳＴ  0:44:53

3 2001 青木 浩二 ｱｵｷ ｺｳｼﾞ 埼玉県 アジェクト  0:45:03

4 2144 湯本 憲一 ﾕﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 長野県  0:48:13

5 2025 尾身 尚也 ｵﾐ ﾅｵﾔ 新潟県 雪国きのこ組合  0:49:30

6 2094 中林 紀太 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋﾛ 愛知県  0:49:46

7 2068 関口 和人 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ 長野県  0:49:55

8 2036 喜作 啓祐 ｷｻｸ ｹｲｽｹ 石川県 ミナクル７Ｏ  0:51:11

9 2065 清水 健司 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 新潟県  0:51:22

10 2061 佐藤 孝之 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 長野県  0:51:26

11 2129 水野 哲也 ﾐｽﾞﾉ ﾃﾂﾔ 富山県 あさひ野ランナーズ  0:52:51

12 2049 小山 孝明 ｺﾔﾏ ﾀｶｱｷ 東京都 メガロス葛飾  0:52:59

13 2150 料治 正和 ﾘｮｳｼﾞ ﾏｻｶｽﾞ 長野県 長野高教組  0:54:31

14 2145 横尾 陽 ﾖｺｵ ｱｷﾗ 新潟県  0:55:35

15 2092 中澤 顕 ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝ 長野県  0:56:16

16 2054 酒井 利達 ｻｶｲ ﾄｼﾀﾂ 新潟県 チームとんがり  0:56:23

17 2016 今田 好則 ｲﾏﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 アイフィールド  0:56:40

18 2110 林 健太郎 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 長野県 まらくら  0:56:47

19 2041 久保田 雅志 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻｼ 長野県 ＴＧＩＦ  0:57:07

20 2059 佐々木 勇二 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ 富山県  0:57:26

21 2045 小杉 直人 ｺｽｷﾞ ﾅｵﾄ 群馬県  0:57:38

22 2038 木藤 貴之 ｷﾄｳ ﾀｶﾕｷ 東京都  0:57:45

23 2024 岡田 耕作 ｵｶﾀﾞ ｺｳｻｸ 新潟県  0:58:25

24 2044 小祝 亮太郎 ｺｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 愛知県  0:59:24

25 2117 干川 孔明 ﾎｼｶﾜ ｺｳﾒｲ 群馬県  1:00:47

26 2139 山崎 優次 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 長野県 髙﨑製作所  1:01:02

27 2056 栄 遼太 ｻｶｴ ﾘｮｳﾀ 長野県 仁科工業  1:01:12

28 2033 川西 哲也 ｶﾜﾆｼ ﾃﾂﾔ 富山県  1:01:29

29 2121 松永 篤也 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱﾂﾔ 長野県  1:01:37

30 2048 駒村 政志 ｺﾏﾑﾗ ﾏｻｼ 長野県  1:01:50

31 2081 田中 孝昌 ﾀﾅｶ ﾀｶﾏｻ 石川県  1:02:03

32 2123 馬目 天 ﾏﾉﾒ ﾀｶｼ 山梨県 山梨甲西中  1:02:12

33 2017 上田 導鑑 ｳｴﾀﾞ ﾐﾁｱｷ 長野県  1:02:17

34 2002 赤瀬 崇 ｱｶｾ ﾀｶｼ 長野県 デカスリート  1:02:47

35 2075 竹原 公二 ﾀｹﾊﾗ ｺｳｼﾞ 埼玉県 チ－ム妖怪  1:03:22

36 2143 山本 富士雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾌｼﾞｵ 山梨県 おじんぎ堂  1:03:46

37 2053 酒井 崇史 ｻｶｲ ﾀｶｼ 長野県 アズミ村田製作所  1:04:12

38 2074 滝沢 俊介 ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 長野県  1:04:12

39 2027 金住 友則 ｶﾅｽﾞﾐ ﾄﾓﾉﾘ 長野県  1:04:33

40 2026 梶 彰平 ｶｼﾞ ｼｮｳﾍｲ 岐阜県  1:04:50
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41 2004 雨宮 賢一 ｱﾒﾐﾔ ｹﾝｲﾁ 石川県  1:06:07

42 2030 金子 康則 ｶﾈｺ ﾔｽﾉﾘ 東京都 ＭＳ  1:06:32

43 2146 吉澤 万水 ﾖｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾐ 長野県  1:07:15

44 2028 金子 健太郎 ｶﾈｺ ｹﾝﾀﾛｳ 長野県  1:07:20

45 2122 松原 史明 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾌﾐｱｷ 山梨県 日立オートモティブシ  1:07:41

46 2050 斎藤 一智 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾄﾓ 栃木県  1:08:01

47 2019 近江 浩二 ｵｳﾐ ｺｳｼﾞ 神奈川県  1:08:25

48 2114 福田 俊介 ﾌｸﾀ ｼｭﾝｽｹ 岐阜県  1:08:31

49 2015 今井 洋之 ｲﾏｲ ﾋﾛﾕｷ 新潟県  1:08:32

50 2029 金児 智也 ｶﾈｺ ﾄﾓﾔ 長野県  1:08:39

51 2113 平田 健太郎 ﾋﾗﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 長野県  1:08:46

52 2018 遠藤 寛直 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾅｵ 長野県  1:08:50

53 2077 立原 光幸 ﾀﾁﾊﾗ ﾐﾂﾕｷ 千葉県  1:09:55

54 2085 田村 宏幸 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 福島県  1:10:41

55 2111 林 正平 ﾊﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 長野県  1:10:46

56 2043 小池 豊 ｺｲｹ ﾕﾀｶ 東京都  1:11:39

57 2108 早川 謙吾 ﾊﾔｶﾜ ｹﾝｺﾞ 長野県  1:11:51

58 2130 宮川 邦成 ﾐﾔｶﾞﾜ ｸﾆﾅﾘ 長野県  1:11:55

59 2127 三浦 滋 ﾐｳﾗ ｼｹﾞﾙ 長野県  1:12:14

60 2058 櫻井 遼汰 ｻｸﾗｲ ﾘｮｳﾀ 長野県  1:12:18

61 2138 山口 俊幸 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼﾕｷ 東京都  1:12:42

62 2128 三浦 渉 ﾐｳﾗ ﾜﾀﾙ 長野県  1:13:45

63 2076 橘 大樹 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛｷ 新潟県 ＢＤ  1:14:17

64 2105 秦 直裕 ﾊﾀ ﾅｵﾋﾛ 東京都  1:15:07

65 2136 両角 享 ﾓﾛｽﾞﾐ ｽｽﾑ 長野県  1:15:26

66 2021 大手 直樹 ｵｵﾃ ﾅｵｷ 愛知県  1:15:28

67 2047 小林 大造 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｿﾞｳ 長野県 仁科工業株式会社  1:15:32

68 2133 宮田 空 ﾐﾔﾀ ｿﾗ 大阪府  1:15:51

69 2148 吉永 敏章 ﾖｼﾅｶﾞ ﾄｼｱｷ 長野県  1:16:03

70 2120 松崎 慎也 ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾝﾔ 長野県  1:16:03

71 2086 塚田 浩 ﾂｶﾀﾞ ﾋﾛｼ 長野県  1:16:14

72 2098 中山 祐介 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ 長野県  1:16:38

73 2100 並木 陽介 ﾅﾐｷ ﾖｳｽｹ 千葉県  1:16:54

74 2072 高見沢 敏幸 ﾀｶﾐｻﾜ ﾄｼﾕｷ 長野県  1:17:10

75 2132 宮下 高志 ﾐﾔｼﾀ ﾀｶｼ 長野県  1:17:27

76 2037 北島 隆英 ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ 長野県 チーム寺沢  1:17:27

77 2125 丸山 直樹 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ 長野県  1:18:28

78 2063 澤田 貴幸 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 岐阜県  1:19:32

79 2062 佐藤 嘉宣 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 東京都 ＴＭＪ  1:19:43

80 2022 大西 隆幸 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾕｷ 長野県  1:19:55
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81 2060 佐藤 大 ｻﾄｳ ﾀﾞｲ 長野県 長野中央介護センター  1:20:11

82 2051 斉藤 史明 ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱｷ 栃木県  1:20:36

83 2147 吉田 裕 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 滋賀県  1:20:44

84 2010 五十幡 将之 ｲｿﾊﾀ ﾏｻﾕｷ 長野県  1:21:52

85 2096 中村 友信 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾉﾌﾞ 東京都  1:22:31

86 2078 田中 陽 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 岐阜県  1:23:06

87 2149 米持 俊輔 ﾖﾈﾓﾁ ｼｭﾝｽｹ 新潟県  1:24:53

88 2119 堀内 俊克 ﾎﾘｳﾁ ﾄｼｶﾂ 長野県  1:25:01

89 2118 細谷 昭悟 ﾎｿﾔ ｼｮｳｺﾞ 長野県  1:25:02

90 2104 長谷川 諒 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 長野県 日本発条  1:25:27

91 2142 山寺 博幸 ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 長野県  1:26:46

92 2089 戸矢崎 貢 ﾄﾔｻﾞｷ ﾐﾂｸﾞ 新潟県 ＭＳＡ７７  1:27:10

93 2099 南雲 大樹 ﾅｸﾞﾓ ﾋﾛｷ 新潟県  1:27:52

94 2090 中井 洋輔 ﾅｶｲ ﾖｳｽｹ 埼玉県  1:27:57

95 2088 冨岡 史朗 ﾄﾐｵｶ ｼﾛｳ 長野県 平塚スキー協会  1:28:05

96 2023 大山 洋史 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛｼ 東京都  1:29:05

97 2003 秋山 貴宏 ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 群馬県  1:29:17

98 2135 宮本 和孝 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 石川県  1:29:24

99 2071 高橋 至 ﾀｶﾊｼ ｲﾀﾙ 長野県  1:29:55

100 2066 清水 大蔵 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｿﾞｳ 長野県  1:30:31

101 2046 小仲井 郁夫 ｺﾅｶｲ ｲｸｵ 愛知県  1:30:35

102 2141 山田 和生 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｵ 石川県  1:31:01

103 2116 船見 修一 ﾌﾅﾐ ｼｭｳｲﾁ 長野県  1:32:40

104 2034 河本 紘和 ｶﾜﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知県  1:34:25

105 2151 渡辺 大輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県  1:34:29

106 2106 初山 弘行 ﾊﾂﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 千葉県  1:36:01

107 2011 伊藤 慎治 ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 東京都  1:36:13

108 2006 飯田 泰智 ｲｲﾀﾞ ﾀｲﾁ 長野県  1:41:24

109 2115 藤縄 辰朗 ﾌｼﾞﾅﾜ ﾀﾂﾛｳ 長野県  1:41:51

110 2007 五十嵐 健人 ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝﾄ 群馬県 あらし＋Φ部  1:41:53

111 2079 田中 行 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 埼玉県  1:41:55

112 2097 中村 真 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 神奈川県  1:43:26

113 2039 木村 大 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲ 東京都  1:44:59

114 2055 酒井 良平 ｻｶｲ ﾘｮｳﾍｲ 長野県  1:48:47

115 2052 酒井 健志 ｻｶｲ ｹﾝｼﾞ 長野県 波間のかけひき  1:49:02

116 2084 田中 康博 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 東京都  1:49:58

117 2064 島田 俊明 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ 沖縄県  1:51:21

118 2070 関崎 豊 ｾｷｻﾞｷ ﾕﾀｶ 長野県  1:53:02

119 2069 関崎 智琉 ｾｷｻﾞｷ ｻﾄﾙ 長野県  1:53:02

120 2112 原田 創介 ﾊﾗﾀﾞ ｿｳｽｹ 三重県  1:55:50
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121 2131 宮澤 憲二 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 長野県 ターミガンス長野  1:59:54

122 2031 上條 健 ｶﾐｼﾞｮｳ ｹﾝ 長野県 ＹＫＬＭ  1:59:54

123 2073 高村 友一 ﾀｶﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 山梨県 アルソア  2:06:04

124 2103 長谷川 修 ﾊｾｶﾞﾜ ｵｻﾑ 長野県 ＮＬＦＯ  2:06:51

125 2013 稲葉 隆一 ｲﾅﾊﾞ ﾘｭｳｲﾁ 千葉県  2:09:03

126 2107 羽鳥 克之 ﾊﾄﾘ ｶﾂﾕｷ 新潟県  2:14:07

127 2020 大島 鋭次郎 ｵｵｼﾏ ｴｲｼﾞﾛｳ 長野県 教育新社  2:18:15


